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はじめに
① 本書は、日本自動車整備振興会連合会（以下日整連）の登録試験について内容を

ジャンル別に区分し、それぞれに解説を加えたものです。

② 過去の出題問題は、合計10回分を収録してあります。

実施時期
年 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

月 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

回数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

③ 各章の順序は、次のとおりとしました。電気装置には、バッテリの他、「エンジン」

及び「シャシ」からの内容も含んでいます。

　◎第１章　基礎工学　　　◎第２章　エンジン

　◎第３章　シャシ　　　　◎第４章　電気装置

　◎第５章　法令

④各章の項目の順序は、できるだけ日整連発行の教科書に合わせました。

⑤ 「第１章　基礎工学」については、先に計算問題の方を掲載しました。試験に合

格する上で、計算問題に対する十分な理解がどうしても必要なため、あえて計算

問題を先にしました。

⑥ 問題の中で、[27.10]などとあるのは、過去の試験の実施時期を示しています。

[27.10]であれば、平成27年10月に実施された登録試験の問題となります。

⑦ 解説は「ポイント解説」と「一般解説」の２種類用意しました。「ポイント解説」は、

その問題文のどこが不適切なのか、簡単にわかるようにまとめてあります。ただ

し、簡単に説明できない場合は省きました。

　 「一般解説」では、問題を解く上で必要な知識及び関連して知っておいた方が良

い内容をまとめてあります。また、必ずしも１つの問題に対して、１つの解説と

いうわけではありません。複数の問題に対して、１つの解説ということもあります。
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⑧ 正解については、日整連が公表しています。従って、公表されている答えをその

まま掲載しました。ただし、編集部でも正解の判断に迷う問題があります。この

ような場合は、出題者側の意図に沿って判断する必要があるでしょう。設問とし

てやや不適切なものがたとえあったとしても、出題者側は必ず「正解」を用意し

ており、その正解を答えなくてはなりません。

⑨ 解説の中で［２二３章］などとあるのは、日整連発行の教科書の出題箇所を表し

ています。［２二３章］は、「２級二輪」の「第３章」の内容から出題されています。

教科書名は、次のとおりです。なお、教科書は平成27年12月現在のものを使用し

ました。この後、改定により内容が一部、異なることがあります。

　◎［基礎］…基礎自動車工学　　◎［基礎整備］…基礎自動車整備作業

　◎［２二］…２級二輪　　　　　◎［３二］…３級二輪

　◎［２ガ］…２級ガソリン

⑩ 合格基準（登録試験）は、全40問（各１点）に対し70％以上、すなわち28点以

上の成績となっています。また、出題の範囲ごとに最低基準点が設定されていま

す。全40問の問題は、出題の範囲に応じて基礎工学５問、エンジン15問、シャシ

15問、法令５問に区分されています。そして、これら各区分ごとに40％以上の成

績をおさめていなくてはなりません。40％ということは、基礎工学と法令は５問

中、最低でも２点はとっておく必要があります。

⑪ 自動車用語は、ほとんど英語となっています。自動車用語を理解し憶える上で、

元の英語の意味がわかると、たいへん参考となります。そこで、本書では主な自

動車用語について、「用語」欄を設け、英語の一般的な意味を掲載しました。

⑫ 法令問題は、平成27年12月時点の法令を基準としてあります。問題の出題後、法

令改正により問題文が不適切となっているものは、全て削除しました。

⑬ 「ヘルプデスク」を開設しています。本書の中で不明な部分やわかりにくい部分

などにご利用ください。その場でご返答できない場合は、お調べして、改めてご

返答します。

　◎開設時間 平日（月～金）午前10時～午後５時　０１２０－０４１－８９３

⑭ 内容には万全を期しておりますが、万が一、本書に誤字等がありましたら、上記

フリーダイヤルまでご一報下さるよう、よろしくお願いします。

平成28年２月　編集部
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第１章　基礎工学
１．計算基礎	 ６
１．乗除の応用･･････････････････ ６
２．比例と方程式････････････････ ８
３．単位の考え方･･･････････････ 10

２．計算問題	 12
１．重　心･････････････････････ 12
２．トランスミッション［車速］･･ 13
３．トランスミッション［トルク］
　　　　　　･･･････････････････ 14
４．加速度･････････････････････ 15
５．走行距離･･･････････････････ 15

６．トルク･････････････････････ 16
７．バルブ機構･････････････････ 17
８．平均ピストン速度･･･････････ 17
９．圧　力･････････････････････ 18
10．電気回路･･････････････････ 19

３．工学一般	 26
１．自動車の材料･･･････････････ 26
２．製　図･････････････････････ 26
３．燃　料･････････････････････ 27
４．潤滑剤･････････････････････ 28

５．グリース･･･････････････････ 31
６．基礎的な原理・法則･････････ 32
７．自動車の諸元･･･････････････ 34
８．整備作業・検査用器具･･･････ 38
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１ 計算基礎
 ■１■ 乗除の応用

［例　題］

【�１】� b d　　　  ＝   が成り立つとき、a～ dそれぞれを求める計算式を求めなさい。
 a c

[編集部]

解 説

　①答えはそれぞれ次の通りとなります。

 c×b d×a a×d c×b
　　a ＝ 　b ＝ 　c ＝ 　d ＝ 
 d c  b a

 b d
　②  ＝  の等式を次のように変形することでa～ dの各値を求めることができ
 a c

　　ます。

　　▽両辺にaをかける。

 b d b×a d×a d×a
　　  × a ＝  × a　⇒　  ＝ 　⇒　b＝  
 a c a c c

　　▽さらに両辺にcをかける。

 d×a d×a×c
　　b×c ＝  × c　⇒　b×c ＝ 　⇒　b×c ＝ d×a
 c c

③ はじめの等式 ⇒ 変形後の等式 

 b d
　　  ＝ 　b×c ＝d×a
 a c

 b d
　④  ＝  について、X方向の数値をかけると、b×c ＝d×a が求められます。
 a c

 ２ 12
　　例えば、  ＝  では、２×18 ＝ 12×３が成り立ちます。
 ３ 18

　⑤b×c ＝d×a をさらに変形すると、a～ dの各値を求めることができます。

　　◎a×d ＝b×c
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２ 計算問題
 ■１■ 重　心

【１】前軸荷重400N，後軸荷重600N，ホイールベースが1.5mの２輪自動車で，重
心位置を後軸からの水平距離で表した値として，適切なものは次のうちどれか。

[18.10]
　１．0.5m

　　２．0.6m

　　３．0.7m

　　４．0.8m

解 説

まず、設問の内容を図で表してみます。

設問の内容

重心位置では、左回りモーメントと右回りのモーメントが等しいという特性があ
ります。

モーメントは、回転能力の大きさを表す量をいいます。力の大きさをF、座標中
心から力の作用点までの距離をLとすると、モーメントはそれらの積 F×L とな
ります。

後軸から重心位置までの水平距離を x mとすると、次の等式が成り立ちます。

 600N× x m＝400N×(1.5m－x m)
 　600 x N･m＝600N･m－400 x N･m

 1000 x N･m＝600N･m　
 x ＝0.6m
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３ 工学一般

 ■１■ 自動車の材料

【１】アルミニウムに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[25.10/22.10]

　１．比重は鉄の半分である。

　　２．鉄に比べ，線膨張係数は約２倍である。

　　３．銅に比べ，電気の伝導率は高い。

　　４．鉄に比べ，比重と熱の伝導率は大きい。

《ポイント解説》
１．比重は鉄の約３分の１。
３．アルミニウムの電気伝導率は銅の約60％。
４．鉄に比べ比重は小さいが、熱伝導率は大きい。

一般解説

■ アルミニウム［基礎３章］
①アルミニウムは、次の特長があります。
　◎比重が鉄の約１/３と軽い。
　◎電気の伝導率は銅の約60％で、電気が伝わりにくい。
　◎熱伝導率は鉄の約３倍と高く、熱が伝わりやすい。
　◎線膨張係数は鉄の約２倍で、膨張しやすい。

 ■２■ 製　図

【１】製図に用いる線の種類による用途の記述として，適切なものは次のうちどれ
か。[27.10／22.10]

　１ ．細い一点鎖線（ ）は，図形の中心を表す中心線に用いられている。

　　２．細い二点鎖線（ ）は，寸法を記入するときの寸法線に用いられている。

　　３ ．細い破線（ ）は，隣接する部分を参考に表す想像線に用いられている。

　　４ ．細い実線（ ）は，対象物が見えない部分の形状を表すかくれ線に用

いられている。
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１ 総　論

 ■１■ バルブ・タイミング

【１】インテーク・バルブとエキゾースト・バルブに関する記述として，不適切な
ものは次のうちどれか。[19.10改]

　１ ．インテーク・バルブの開く時期は，ピストンが下降したときの速度が速く

なったところで吸入面積が十分大きくなるよう上死点前にしている。

　　２ ．インテーク・バルブの閉じる時期は，吸気の慣性を利用し，吸入混合気量

が多くなるよう下死点前にしている。

　　３ ．エキゾースト・バルブの開く時期は，燃焼したガスの自己の圧力で排出す

るよう膨張行程の終わる下死点前にしている。

　　４ ．エキゾースト・バルブの閉じる時期は，完全に排気を行うよう上死点後に

している。

《ポイント解説》
２．「下死点前にしている」⇒「下死点後にしている」。

一般解説

■ ４サイクル・エンジンのバルブ・タイミング［２二１章］

バルブ・タイミング・ダイヤグラム

① インテーク・バルブは、上死点前に
開き下死点後に閉じます。

② インテーク・バルブの開き始めの時
期を考えたとき、バルブがシートか
ら離れた瞬間では、インテーク・バ
ルブの通気面積は極めて小さい状態
にあります。仮に、開き始めの位置
を上死点にすると、ピストンが下降
を始めたときに十分な通気面積が得
られず、吸入抵抗が大きくなって体
積効率が低下します。

③ そこで、インテーク・バルブは上死点より幾らか早めに開き、ピストンの速度
が速くなったところで吸入面積が十分大きくなるようにしています。

④ インテーク・バルブの閉じる時期は、下死点後のあるクランク角度経過後にし
ています。下死点後もしばらく開けておくことで、吸気の慣性を利用し、吸入
混合気量が多くなるようにしています。
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２ エンジン本体
 ■１■ ピストン

【１】ピストンに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[21.10]

　１ ．アルミニウム合金ピストンでは，シリコンの含有量が少ないものをローエ

ックス・ピストンと呼んでいる。

　　２ ．スリッパ・スカート・ピストンは，スカート部を切り欠いて，熱膨張を防

止している。

　　３ ．ピストンは，側面から見ると，スカート部の径よりも頭部の径が小さくなっ

ている。

　　４ ．オフセット・ピストンでは，ピストンの打音防止を目的に，ピストン・ピ

ンの位置が，ピストン中心からオフセットされている。

【２】ピストンに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[20.10]

　１ ．シリコン含有量の多いアルミニウム合金ピストンは，高けい素アルミニウ

ム合金ピストンと呼ばれる。

　　２ ．スリッパ・スカート・ピストンのスカート部が切り欠いてあるのは，ピス

トンの質量を軽くするためである。

　　３ ．オフセット・ピストンは，ピストン・ピンの位置がピストン中心に対して

わずかにオフセットしているため，ピストンの打音（スラップ音）が発生し

やすい。

　　４ ．ピストンに働くサイド・スラストは，ピストンの打音やシリンダ偏摩耗の

原因になる。

【３】ピストンに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[18.10]

　１ ．シリコン含有量の多いアルミニウム合金ピストンは，ローエックス・ピス

トンと呼ばれる。

　　２ ．スリッパ・スカート・ピストンのスカート部が切り欠いてあるのは，ピス

トンの熱膨張を防止するためである。

　　３．ピストンのボス方向の径は，その直角方向の径よりも大きく作られている。

　　４ ．オフセット・ピストンは，ピストン・ピンの位置がピストン中心に対して

わずかにオフセットしているため，ピストンの打音（スラップ音）防止の効

果がある。
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３ 潤滑装置

 ■１■ 構造・機能

【１】４サイクル・エンジン搭載の２輪自動車における全流ろ過圧送式潤滑装置等
に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[20.10]

　１ ．オイルは，オイル・パンからオイル・ストレーナを介してオイル・ポンプ
により吸い上げられ，オイル・フィルタでろ過されたのち，各潤滑部へ圧送
される。

　　２ ．エンジン回転速度が上昇して油圧が規定値以上になると，オイル・ポンプ
のバイパス・バルブが開き，オイルの一部をオイル・パンに戻す。

　　３ ．オイル・フィルタのエレメントが詰まり，吸入側と吐出側の圧力差が規定
値以上になるとリリーフ・バルブが開いて，オイルはエレメントを通らずに
潤滑部へ供給される。

　　４ ．オイルの温度が150℃以上になると急激に潤滑性を失うようになるので，
普通，130℃を超えないことが望ましい。

【２】４サイクル・エンジン搭載の２輪自動車における全流ろ過圧送式潤滑装置等
に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[18.10]

　１ ．オイルは、オイル・パンからオイル・ストレーナを介してオイル・ポンプ
により吸い上げられ，オイル・フィルタでろ過されたのち，各潤滑部へ圧送
される。

　　２ ．エンジン回転速度が上昇して油圧が規定値以上になるとオイル・ポンプの
リリーフ・バルブが開き，オイルの一部をオイル・パンに戻す。

　　３ ．オイル・フィルタのエレメントが詰まり，吸入側と吐出側の圧力差が規定
値以上になるとバイパス・バルブが閉じて，オイルはエレメントを通らずに
潤滑部へ供給される。

　　４．オイルの潤滑性は，温度が125～130℃以上になると急激に低下する。
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４ 冷却装置

 ■１■ 構造・機能

【１】水冷式冷却装置に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。
[27.10/25.10]

　１ ．エンジン内部の冷却水温度が上昇し，規定値になると，サーモスタットの

水路が閉じる。

　　２ ．電動ファンに用いられているサーモスイッチは，冷却水温が上昇すると，

スイッチ内のワックス又はバイメタルが熱を受けて接点が閉じ，電動ファン

を作動させている。

　　３ ．冷却水は，ウォータ・ポンプによってシリンダ・ブロック及びシリンダ・

ヘッドのウォータ・ジャケット内を循環している。

　　４ ．ラジエータは，一般に熱伝導のよい薄い黄銅板又はアルミニウム合金で作

られており，一部に樹脂も用いられている。

【２】水冷式冷却装置に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[26.10]

　１ ．サーモスタットは，水路の切り替えや，冷却水の流量を制御することなく，

エンジン内部の冷却水の温度を調整する。

　　２．エンジンに適温とされる冷却水の温度は，一般に約100℃とされている。

　　３ ．一般に電動ファン用のサーモスイッチは，冷却水温が低いときはスイッチ

の接点が開き，水温が上がると，ワックス又はバイメタルが熱を受けて接点

が閉じるようになっている。

　　４ ．サーモスタットの不良は，エンジンのオーバヒートの原因として考えられ

ない。
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５ 吸排気装置

 ■１■ 排気装置

【１】４サイクル・エンジンの排気装置に関する記述として，適切なものは次のう
ちどれか。[26.10/23.10改/20.10改]

　１ ．エキゾースト・パイプは，シリンダ・ヘッドのエキゾースト・ポートに直

接取り付けられているため，長さや断面積によって排気の脈動は変化するが，

エンジンの出力性能への影響は小さい。

　　２ ．一般的にマフラの外板は，三層構造となっており，二枚の鋼板の間に挟み

込まれている吸音材（グラス・ウールなど）によって，排気音の中の周波数

の低い成分を吸収している。

　　３ ．マフラの内部は，数層の隔壁と細い連結パイプで構成され，排気音は隔壁

と連結パイプを通過するごとに膨張と収縮を繰り返し消音される。

　　４ ．排気制御装置は，バルブ・オーバラップ時の排気圧力波をコントロールし

て吸気効率を高め，高速域の出力向上及び燃料消費量の改善を図っている。

【２】排気装置に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[24.10改]

　１ ．一般的にエキゾースト・パイプやマフラは，鋼管や成形した鋼板でつくら

れている。

　　２ ．一般的にマフラの外板は三層構造となっており，二枚の鋼板の間に挟み込

まれている吸音材（グラス・ウールなど）によって，音波の中でも不快音と

されている周波数の高い部分を吸収している。

　　３ ．マフラの中には数層の隔壁があり，その中を排気ガスが通過するごとに熱

のエネルギは音のエネルギに変換され，高い音となって外部へ放出される。

　　４ ．エキゾースト・パイプは，長さや断面積によって排気の脈動が変化し，エ

ンジンの出力性能に大きな影響を与える。
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６ 電子制御装置

 ■１■ センサ

【１】電子制御装置に用いられるセンサに関する記述として，不適切なものは次の
うちどれか。[25.10]

　１ ．バキューム・センサは，エキゾースト・マニホールド内の圧力を検出する

もので，センサ内部の圧力センサ素子によって圧力を電圧に変換し，コント

ロール・ユニットに送っている。

　　２ ．クランク角センサの信号によりコントロール・ユニットは，点火時期及び

燃料噴射タイミングの制御を行うと共にエンジン回転速度を検出している。

　　３ ．水温センサに用いられるサーミスタは，冷却水の温度が低いと抵抗値が大

きく，逆に冷却水の温度が高いと抵抗値は小さくなる特性をもっている。

　　４ ．O２センサに用いられるジルコニア素子は，内外面の酸素濃度差が発生す

ると起電力を発生する特性がある。

【２】エンジンの電子制御装置に用いられるセンサに関する記述として，適切なも
のは次のうちどれか。[26.10]

　１ ．転倒センサ（傾斜角センサ）は，車両の傾斜を検出するもので，車両が設

定角度以上傾くとエンジン・ストップ・リレーへの通電がONとなり，フュー

エル・ポンプなどの電子制御装置の電源がOFFとなる。

　　２ ．バキューム・センサの出力電圧は，インテーク･マニホールド内の圧力が

高くなるほど低くなる。

　　３ ．コントロール・ユニットは，クランク角センサの信号を用いて点火時期及

び燃料噴射タイミングの制御を行っている。

　　４ ．コントロール･ユニットは，スロットル・ポジション・センサの信号により，

加速増量補正とアイドル開度の判定は行うが，基本噴射量の決定は行ってい

ない。
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１ 動力伝達装置

 ■１■ 湿式多板式クラッチ

【１】湿式多板式クラッチに滑りがあるときの推定原因として，適切なものは次の
うちどれか。[21.10]

　１ ．クラッチ・レバーの遊び過大

　　２ ．クラッチ・ドライブ・プレートの焼損

　　３ ．クラッチ・プレートの振れ大

　　４ ．プシュ・ロッド・クリアランスの過大

【２】湿式多板式クラッチに滑りがあるときの推定原因として，不適切なものは次
のうちどれか。[23.10]

　１ ．クラッチ・レバーの遊びがない

　　２ ．クラッチ・ドライブ・プレートの焼損

　　３ ．クラッチ・スプリングの高さの不ぞろい

　　４ ．プシュ・ロッド・クリアランスの過小

【３】湿式多板式クラッチの切れ不良の推定原因として，不適切なものは次のうち
どれか。[26.10]

　１．クラッチ・スプリングの高さの不ぞろい

　　２．低質オイルの厳寒期におけるゲル化

　　３．クラッチ・レバーの遊びがない

　　４．プッシュ・ロッド・クリアランスの過大

一般解説

■ 故障原因探究［２二７章］
①クラッチが滑る推定原因は次のとおりです。
　◎クラッチ・レバーの遊びがない
　◎プシュ・ロッド・クリアランスの過小
　◎クラッチ・スプリングの衰損
　◎クラッチ・ドライブ・プレートの焼損
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２ アクスル及びサスペンション

 ■１■ 車体の振動と揺動［１］

【１】図に示す車両の揺動に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[25.10]

進行
方向

Ｚ軸

Ｘ軸 Ｙ軸

上
下
振
動

Ａ

Ｂ

Ｃ

　１．図のAはローリング，Cはピッチングである。

　　２．図のAはヨーイング，Bはピッチングである。

　　３．図のAはヨーイング，Cはローリングである。

　　４．図のAはローリング，Bはピッチングである。

【２】車体の振動と揺動に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。
[22.10/18.10]

Ｚ軸

Ｘ軸 Ｙ軸

ヨーイング

ローリング ピッチング

上
下
振
動

　１ ．ローリングは，X軸回りの回転運

動で，ロール・センタはタイヤの接

地点となる。

　　２ ．上下振動の固有振動数は，スプリ

ングのばね定数と車体の質量（重量）

によって決まる。

　　３ ．ヨーイングは，Z軸回りの回転運

動で，ローリングと組み合わさって

高速走行時にウォブリングとなって

発生する。

　　４ ．ピッチングは，Y軸回りの回転運動で，一般に後輪の振動数は前輪に比べ

若干少なくなるように，ばね定数が設定されている。
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３ ステアリング装置

 ■１■ 旋回性能

【１】旋回性能に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[23.10]

　１ ．旋回中に生じるサイド・フォースは，コーナリング・フォースとキャンバ・

スラストの力を合わせたものである。

　　２ ．前輪のスリップ・アングルが後輪のスリップ・アングルより大きくなり，

旋回半径がしだいに大きくなることをオーバステアという。

　　３ ．コーナリング・フォースは，タイヤの接地面の中心より後ろ寄りに発生する。

　　４ ．キャンバ・アングルがある起点より大きくなると，それまで増加してきた

キャンバ・スラストは増加しなくなる。

【２】旋回性能に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[26.10]

　１ ．スリップ・アングルが10°以上の範囲では，コーナリング・フォースはス

リップ・アングルに比例して増加する。

　　２ ．コーナリング・フォースは，常にタイヤの接地面の中心より前寄りに発生

する。

　　３ ．キャンバ・アングルがある起点以上に大きくなると，キャンバ・スラスト

はそれ以上増加しなくなる。

　　４ ．旋回中に生じるサイド・フォースは，コーナリング・フォースとセルフ・

アライニング・トルクを合わせたものである。

【３】旋回性能に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[24.10/21.10]

　１ ．コーナリング・フォースは，常にタイヤの接地面の中心より前寄りに発生

する。

　　２ ．スリップ・アングルが約５°～10°の範囲では，コーナリング・フォースは

スリップ・アングルに比例して増加する。

　　３ ．旋回中に生じるサイド・フォースは，コーナリング・フォースとセルフ・

アライニング・トルクを合わせたものである。

　　４ ．キャンバ・アングルがある起点以上に大きくなると，キャンバ・スラスト

はそれ以上増加しなくなる。
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４ ホイール及びタイヤ

 ■１■ タイヤの特性

【１】タイヤの特性に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。
[26.10]

　１ ．ダイナミック・アンバランスとは，タイヤの一部が他の部分より重い場合，

ゆっくり回転させると重い部分が下になって止まる場合のアンバランスをい

う。

　　２ ．タイヤの動荷重半径とは，適用リムを用いてタイヤを車両に装着し，規定

の空気圧及び荷重を掛け，一定速度で走行させたときのタイヤの１回転当た

りの走行距離を２πで除した値をいう。

　　３ ．タイヤの静的縦ばね定数とは，タイヤに１mmの縦たわみを与えるために

必要な静的縦荷重をいい，この値が小さいほど路面から受ける衝撃を吸収し

やすく乗り心地がよい。

　　４ ．タイヤの縦たわみとは，縦荷重を加えたときに発生する縦方向のたわみで，

適当な接地面積を与え，路面からの衝撃を和らげるが，限度を超すとタイヤ

の疲労，摩耗を招く。

【２】タイヤの特性に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。
[25.10/23.10]

　１ ．静荷重半径とは，タイヤを適用リムに装着し，規定の空気圧で充てんし，

静止した状態で平板に対し垂直に置き，規定の荷重を加えたときのタイヤの

軸中心から接地面までの最短距離をいう。

　　２ ．一般に，剛性，寸法，質量などすべてを含んだ広義の均一性（バランス性）

をユニフォミティという。

　　３ ．二輪自動車のスピードメータは，静荷重半径とタイヤの回転速度を基準に

して，速度と走行距離を表示している。

　　４ ．動荷重半径とは，適用リムを用いてタイヤを車両に装着し，規定の空気圧

及び荷重を掛け，一定速度で走行させたときのタイヤの１回転当たりの走行

距離を２πで除した値をいう。
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５ ブレーキ装置

 ■１■ タイヤのスリップ率

【１】ブレーキの性能に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。
[27.10]

　１ ．制動距離とは，ブレーキが作用して減速し始めてから車両が停止するまで

に走行した距離をいう。

　　２ ．空走時間とは，運転者が障害物を認め，制動動作を開始したときからブレー

キが作用するまでの時間をいう。

　　３ ．反応時間とは，運転者が障害物を認めてから制動動作を開始するまでの時

間をいう。

　　４ ．タイヤのスリップ率が０%のとき，タイヤの摩擦係数は最大となり，タイ

ヤのスリップ率が100%のとき，タイヤの摩擦係数は最小となる。

【２】乾燥した舗装路面で，制動時におけるタイヤと路面間の摩擦係数とスリップ
率に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[26.10/24.10/22.10]

　１．スリップ率が０%のとき，摩擦係数は最小となる。

　　２．スリップ率が０%のとき，摩擦係数は最大となる。

　　３．スリップ率が100%のとき，摩擦係数は最小となる。

　　４．スリップ率が100%のとき，摩擦係数は最大となる。

【３】乾燥した舗装路面で，制動時におけるタイヤと路面間の摩擦係数及びタイヤ
のスリップ率に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[21.10]

　１ ．スリップ率が100％のときは，摩擦係数は０である。

　　２ ．スリップ率が０％のときは，摩擦係数は１である。

　　３ ．スリップ率が40％程度から増加するに伴って摩擦係数も増加する。

　　４ ．一般に，摩擦係数はスリップ率が20％前後のとき最大となる。

【４】乾燥した舗装路面で，制動時におけるタイヤと路面間の摩擦係数の値が最大
となるときのタイヤのスリップ率として，適切なものは次のうちどれか。

[25.10/19.10]
　１ ．５％前後　　　　２．10％前後

　　３．20％前後　　　　４．40％前後
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６ フレーム

 ■１■ フレームの種類

【１】フレームに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。
[27.10/25.10/23.10]

　１ ．剛性（横剛性）の低いフレームより，高いフレームを用いて車両を旋回さ

せようとすると，後輪に発生したジャイロ・モーメントにより，フレームは

一度た
・ ・ ・ ・

わんだ後に旋回し始める。

　　２ ．直進走行している二輪自動車の運転者が旋回を始めるために車両を傾ける

と，回転している前後の車輪には，ジャイロ・モーメントが発生する。

　　３ ．アルミニウム合金製のフレームは，箱型断面をもつ角管やアルミニウム合

金板を溶接で張り合わせたボックス形状（中空構造）により，軽量化と高剛

性を両立させている。

　　４ ．後輪は，スイング・アーム，アクスル・シャフトによりフレームに固定さ

れている。

《ポイント解説》
１ ．「剛性（横剛性）の低いフレームより、高いフレームを用いて」⇒「剛性（横剛性）

の低いフレームを用いて」。

一般解説

■ フレームの剛性［２二３章］
① 二輪自動車は走行しているときの操縦性や安定性など、手応え、応答性が重要

となります。これらの基本となるものが、フレームの剛性です。
② 直進している二輪自動車の運転者が左旋回を始めるため、車体を左側へ傾ける

と、回転している前後の車輪にはジャイロ・モーメントが発生します。
③ 前輪はハンドル回転軸により方向が変わるので、左側へすぐに向いて、コーナ

リング・フォースを発生します。
④ 後輪はスイング・アーム、アクスル・シャフトによりフレームに固定されてい

ます。そのため、後輪は容易に左側へ向くことはできません。そこで、後輪を
軸として車両全体を左側へ向けるコーナリング・フォースが発生します。

⑤ 剛性（横剛性）の低いフレームを用いて車体を旋回させようとすると、後輪に
発生したジャイロ・モーメントにより、フレームは一度たわんだ後に旋回し始
めます。
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１ 半導体

 ■１■ 定電圧回路

【１】入力電圧V１が上昇し，ZDのツェナ電圧を超えたときの記述として，不適切
なものは次のうちどれか。[19.10改]

（　）

（　）

Ｒ

Ｒ
Ｖ Ｖ

Ｉ

ＺＤ

Ｉ Ｉ

1
1

1

2

2

ａ点
　１．Rを流れる電流Iは増加する。 

　　２．R１を流れる電流I１は増加する。

　　３．ZDを流れる電流I２は増加する。

　　４．a点の電圧V２は一定である。  

一般解説

■ 定電圧回路［２二４章］
① 入力電圧V１が上昇し、ZDのツェナ電圧を超えると、ツェナ・ダイオードZD

に流れる電流I２が増加します。
② このため、a点の電圧V２はツェナ電圧のまま変化しません。同時に、抵抗R１

を流れる電流I１も変化しません。
③ただし、I２が増加することから、抵抗Rを流れる電流Iも増加します。
④ 入力電圧V１を15V、抵抗RとR１をともに５Ω、ツェナ・ダイオードZDのツェ

ナ電圧を５Vとすると、a点の電圧V２は５V、抵抗R１を流れる電圧I１は１A、
抵抗Rを流れる電流Iは２Aとなります。この結果、ツェナ・ダイオードZDを
流れる電流I２は１Aということになります。

⑤ 入力電圧V１を20Vとすると、電圧V２＝５V、電流I１＝１Aとなります。また、
a点の電圧は５Vと変化せず、抵抗R両端の電圧が15Vとなることから、I＝３
Aとなります。この結果、I２＝２Aとなります。
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２ バッテリ

 ■１■ 構造と機能

【１】鉛バッテリのうち，制御弁式バッテリ（密閉式）に関する記述として，不適
切なものは次のうちどれか。[25.10]

　１ ．セパレータは，正極板と負極板の間に挿入され，両極板の短絡を防止する

ためのものである。

　　２ ．不純な電解液を使用すると自己放電が多くなったり，極板の腐食が促進さ

れやすくなる。

　　３ ．正極板は暗褐色の海綿状鉛（Pb），負極板は灰色の二酸化鉛（PbO２）を

活物質としている。

　　４ ．電槽の底部にあるく
・ ・

ら（受け台）は，極板の活物質が脱落し，底部に沈殿

物としてある程度蓄積しても両極板が短絡しないように設けたものである。

【２】鉛バッテリのうち，制御弁式バッテリ（密閉式）の構造に関する記述として，
不適切なものは次のうちどれか。[20.10改]

　１ ．正極板は暗褐色の海綿状鉛，負極板は灰色の二酸化鉛を活物質としている。

　　２ ．セパレータは，正極板と負極板の間に挿入され，両極板の短絡を防止する

ためのものである。

　　３ ．電槽の底部にあるくら（受け台）は，極板の活物質が脱落し，底部に沈殿

物としてある程度蓄積しても，両極板が短絡しないように設けたものである。

　　４ ．電解液の比重は，バッテリが完全充電状態のとき液温20℃に換算して，

1.280のものが多く使用されている。

《ポイント解説》
【１】３＆【２】１．正極板が二酸化鉛、負極板が海綿状鉛。

一般解説

■ バッテリの種類［２二４章・以下同じ］
① 二輪自動車用の鉛バッテリは、構造によって補水が必要な開放式バッテリ（普

通式）と、補水を必要としない制御弁式バッテリ（密閉式）に分類されます。
近年は制御弁式バッテリ（密閉式）が多く用いられています。
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３ 始動装置

 ■１■ スタータの出力特性

【１】図に示すフェライト式スタータの出力特性において，（イ）～（ロ）の組み
合わせのうち，適切なものはどれか。[26.10]
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電　 流　(Ａ)

（ロ）（イ）

 （イ） （ロ）

　１．トルク　　　　電圧

　　２．出力　　　　　回転速度

　　３．電圧　　　　　出力

　　４．回転速度　　　トルク

【２】図に示すフェライト式スタータの出力特性において，（イ）～（ロ）の組み
合わせのうち，適切なものは次のうちどれか。[24.10]
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 （イ） （ロ）

　１．電圧　　　　出力

　　２ ．トルク　　　出力

　　３ ．電圧　　　　回転速度

　　４ ．回転速度　　トルク
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４ 充電装置

 ■１■ スター結線とデルタ結線

【１】オルタネータのステータ・コイルの結線方法について，デルタ結線（三角結
線）と比較したときのスター結線（Y結線）の特徴として，不適切なものは次の

うちどれか。[24.10]

　１．最大出力電流に優れている。　　２ ．結線が簡単である。

　　３ ．低速特性に優れている。　　　　４ ．端子間の電圧が高い。

【２】オルタネータのステータ・コイルに使用されるスター結線と，デルタ結線を
比較したときの特徴の記述として，不適切なものは次のうちどれか。[21.10]

　１ ．スター結線の方が，ステータ・コイルの結線が簡単である。

　　２ ．スター結線の方が，端子間の電圧（線電圧）が高い。

　　３ ．スター結線の方が，低速時の出力電流特性に優れている。

　　４ ．スター結線の方が，最大出力電流の値が大きい。

《ポイント解説》
【１】１＆【２】４．デルタ結線の方が、最大出力電流に優れている。

一般解説

■ スター結線とデルタ結線［２二４章］
① スター結線は、各相のコイルの一端（巻き始め又は巻き終わり）を１箇所にま

とめ、もう一端の３箇所から外部負荷に電力を供給する方式です。まとめた点
を中性点といいます。

② デルタ結線は、各相のコイルの巻き始めと巻き終わりをつなぎ、各コイルをお
互いに直列に接続して、その接続点の３箇所から外部負荷に電力を供給する方
式です。

スター結線とデルタ結線
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５ 点火装置

 ■１■ ICイグナイタ

【１】ICイグナイタの通電時間制御機能について，次の文章の（イ）～（ロ）に
当てはまるものとして，下の組み合わせのうち，適切なものはどれか。

[25.10/23.10/21.10]

　 　エンジン回転速度が高くなると，一次電流が少なくなるので，通電時間制御機

能により，一次電流の通電開始時期を（イ）し，通電時間を（ロ）することで一

次電流を定常電流に近付けている。

 （イ） （ロ）

　１．遅く　　　短く

　　２．遅く　　　長く

　　３．早く　　　短く

　　４．早く　　　長く

【２】点火装置に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[26.10/24.10/20.10]

　１ ．一次電流が定常電流になるまでの立ち上がりの程度は，時定数（タイム・

コンスタント）で表され，この値が大きいほど一次電流の立ち上がりがよい。

　　２ ．二次誘起電圧は，エンジン回転速度が高くなると，一次電流の通電時間が

少なく，電流が増加する途中で遮断されるので低下する。

　　３ ．点火信号発生器のシグナル・ロータの回転によってピックアップ・コイル

に発生する電圧は，磁束の変化量が小さいほど高い電圧になる。

　　４ ．イグニション・コイルの二次側に誘起される起電力の大きさは，遮断時の

一次電圧の大きさに比例する。

【３】 ICイグナイタに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[19.10]

　１ ．点火信号の周期から一番適した点火時期を算出し，イグニション・コイル

に通電を始める通電開始時期と，スパーク・プラグヘの点火時期を決定して

いる。

　　２ ．イグニション・コイルの二次側に誘起される起電力の大きさは，遮断時の

一次電圧の大きさによって変化する。
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６ 計器及び灯火

 ■１■ コイル－抵抗式ゲージ

【１】図に示すコイル式レシーバ・ユニットと抵抗式センダ・ユニットの回路で，
イグニション・スイッチON後に電源電圧が変動した場合の記述として，適切な
ものは次のうちどれか。[26.10/24.10]

イグニション・スイッチ

Ｆ

Ｅ

Ｎ

Ｓ

抵抗(Ｒ)

Ｌ2 Ｌ1

回転子

指針

　１ ．両方のコイル（L1，L2）のつくる磁界は同じ割合で変化するので，指針の

指示は変化しない。

　　２．コイル（L1）に流れる電流が変化するので，指針の指示は変化する。

　　３ ．両方のコイル（L1，L2）のつくる磁界の割合が変化するので，指針の指示

は変化する。

　　４．コイル（L2）に流れる電流が変化するので，指針の指示は変化する。

【２】図（【１】と同じ）に示すコイル式レシーバ・ユニットと抵抗式センダ・ユ
ニットの回路で，電源電圧が上昇したときの記述として，適切なものは次のうち

どれか。[20.10]

　１ ．コイル（L２）に流れる電流が減少するので，指針の指示は変化する。

　　２ ．両方のコイルの作る磁界は同じ割合で変化するので，指針の指示は変化し

ない。

　　３ ．コイル（L１）に流れる電流が増加するので，指針の指示は変化する。

　　４ ．両方のコイルの作る磁界の割合が変化するので，指針の指示は変化する。
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７ ホーン

 ■１■ 故障探求

【１】電気式平型ホーン（警音器）の音量不足及び音質が悪い原因として，不適切
なものは次のうちどれか。[26.10/21.10]

　１．接点の焼損又は接触不良がある。

　　２．ホーンのコイルが断線している。

　　３．ダイヤフラムに亀裂がある。

　　４．エア・ギャップが不良である。

《ポイント解説》
２．コイルが断線すると、ホーンが鳴らなくなる。

一般解説

■ 音量不足及び音質が悪い［２二７章］
① バッテリを主に電源として作動するため、バッテリの良否を確かめてから、本

体か配線関係の不具合であるかを判断します。
　［推定原因］
　◎接点の焼損又は接触不良　　◎エア・ギャップの不良
　◎ダイヤフラムの亀裂　　　　◎ホーン取り付け部の緩み
　◎配線端子の接触不良　　　　◎バッテリの過放電、液不足、寿命
　◎バッテリ又はホーンのアースの不良
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１ 車両法

 ■１■ 自動車の定義と種類

【１】「道路運送車両法」に照らし，次の文章の（　）に当てはまるものとして，
適切なものは次のうちどれか。[25.10/23.10/19.10]

　　「道路運送車両」とは，（　）をいう。

　１．自動車及び軽車両

　　２．自動車，原動機付自転車及び軽車両

　　３．普通自動車，小型自動車，軽自動車及び大型特殊自動車

　　４ ．普通自動車，小型自動車，軽自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車

【２】「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし，二輪の軽自
　 動車（大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの）の大きさと排気量につい

て，次の文章の（イ）～（ロ）に当てはまるものとして，下の組み合わせのうち，
適切なものはどれか。[27.10/24.10/21.10]

　　自動車の長さは（イ）m以下，幅は1.30m以下，高さは2.00m以下であり，内       

　燃機関を原動機とする自動車にあっては，その総排気量が（ロ）ℓ以下のものに

　限る。

 （イ） （ロ）

　１ ．2.50　　0.125

　　２ ．2.50　　0.250

　　３ ．3.40　　0.125

　　４ ．3.40　　0.250

【３】�「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし，長さ2.03m，
幅0.84m，高さ1.12mで原動機の総排気量が0.225ℓの二輪車（側車付のものを

除く）の種別として，適切なものは次のうちどれか。[18.10]

　１．第一種原動機付自転車

　　２．第二種原動機付自転車

　　３．軽二輪自動車　　　　

　　４．小型二輪自動車
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２ 定期点検

 ■１■ 点検基準

【１】�「自動車点検基準」の「二輪自動車の定期点検基準」の記述として，適切なも
のは次のうちどれか。[編]

　１ ．二輪の事業用小型自動車の定期点検整備は，「事業用自動車等の定期点検基

準」に従って行うよう規定されている。

　　２ ．「二輪自動車の定期点検基準」では、６月点検項目、１年点検項目及び２

年点検項目がある。

　　３ ．自家用二輪自動車の定期点検整備は「二輪自動車の定期点検基準」に従っ

て行うよう規定されている。

　　４ ．「二輪自動車の定期点検基準」では、２年点検項目にのみ「走行距離加味

項目」が含まれている。

《ポイント解説》
１ ．二輪は事業用であっても「二輪自動車の定期点検基準」が適用される。
２ ．６月点検項目はない。
４ ．１年点検項目に「走行距離加味項目」が含まれている。
※詳しくは「２．点検内容」の解説を参照。

 ■２■ 点検内容

【１】「自動車点検基準」の「二輪自動車の定期点検基準」に照らし，１年ごとに
必要な点検項目として，適切なものは次のうちどれか。[26.10]

　１．かじ取り装置のハンドルの操作具合

　　２．エグゾースト・パイプ及びマフラの取付けの緩み及び損傷

　　３．電気装置の電気配線の接続部の緩み及び損傷

　　４．緩衝装置のサスペンション・アームの連結部のがた及びアームの損傷
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３ 保安基準

 ■１■ 走行装置＆操作装置

【１】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，二輪自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝の深さに関す

る次の文章の（　）に当てはまるものとして，適切なものは次のうちどれか。

[編]

　 　最高速度が100km/hの二輪自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝の深さ

は，当該溝のいずれの部分においても（　）以上でなければならない。

　１．0.6mm　　　２．0.8mm　　　３．1.2mm　　　４．1.6mm

【２】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，二輪自動車の操作装置に関する次の文章の（　）に当てはまる

ものとして，適切なものは次のうちどれか。[編]

　 　自動車の運転に際して操作を必要とする加速装置や制動装置などの操作装置は，

かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ（　）以内に配置され，運転者が定位置

において容易に操作できるものでなければならない。

　１．300mm　　　２．400mm　　　３．500mm　　　４．600mm

一般解説

■ タイヤの溝の深さ
①保安基準第９条（走行装置等）。
②自動車の空気入りゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければならない。
　◎ 接地部は、滑り止めを施したものであること。この場合、滑り止めの溝の深

さは、当該溝のいずれの部分においても1.6mm（二輪自動車及び側車付二輪
自動車は0.8mm）以上であること。

■ 操縦装置
①保安基準第10条（操縦装置）。
② 自動車の運転に際して操作を必要とする次の装置は、かじ取ハンドルの中心か

ら左右それぞれ500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作で
きるものでなければならない。
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